
構成組合名称 ミツバ労働組合 富岡ブロック  構成組織所在地区 富岡市 

 

単組紹介写真 

   

 

構成組合紹介 

こんにちは！！ミツバ労働組合富岡ブロックです。 

 

ミツバ労働組合は、メーカーを中心とした産業別組織である自

動車総連内の日産労連に加盟しています。 

ミツバ労働組合全体として約 3100 名の組合員がおり、富岡

ブロックには現在約 260 名の組合員がいます。 

 

富岡ブロックでは「築こう仲間 深めよう絆 365 日スマイ

ル活動」をモットーに働きがいのある職場づくりを目指して

活動しています。組合員同士のコミュニケーション向上をは

かったバスレクやボウリング大会などイベントも実施して

います。 

昨年はコロナウィルス流行により組合諸活動が思うようにで

きなかった部分もありますが、 

それら運営を通して、リーダーシップ・コミュニケーションの

大切さを学び、日頃の組合活動や仕事のなかで活かせるよう

日々がんばっています！ 

 

『 築きあげた仲間たちと絆をもって、地域と職場に根ざした元気あ

る組合の姿を目指し、活動へ力をいれていきます！！ 』 

＜事業の紹介＞ 

二輪・四輪自動車用電装品の開発・製造・販売を行う「独立系自動車部品メーカー」です。 

(ワイパーシステム、スターターモーター、パワーウィンドモーター、パワーステアリングモーター) 

その他、産業機器や介護用電動ベッドなどのライフサポート機器にもミツバのモーター・技術が使用され

ています。 

 

栃木バスレク 新入組合員歓迎ボウリング大会 
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構成組合名称 ミツバ労働組合 鬼石ブロック 構成組織所在地区 藤岡市 

 

単組紹介写真 

   

 

構成組合紹介 

こんにちは！ミツバ労組 鬼石ブロックです。 

ミツバ労組は群馬県を中心にミツバグループ 

3,117 名の働く仲間で構成されています。 

その中で鬼石ブロックには 189 名の組合員が 

勤務しています。 

 

労働組合では組合員の交流を目的として 

年 2 回、バスレクを開催しています。 

また新入社員の歓迎ボウリング大会を企画し、 

新入社員が工場に溶け込み易い雰囲気作りを 

心掛けています。 

 

今後も労使一体となり、企業の成長の為、 

働く職場の仲間の為、地域の為に活動し、 

必要とされる労働組合を目指していきます。 

宜しくお願い致します！ 

＜事業の紹介＞ 

自動車用製品（四輪電装）、バイク用製品（二輪電装）や、 

ライフサポート製品、自動車用品などを製造しています。 

私達の鬼石工場では自動車用ワイパーブレード、パワーリレー、ホーン、 

燃料ポンプなどの製品を製造しています。 
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構成組合名称 安中市職員労働組合 構成組織所在地区 安中市 

 

単組紹介写真 

 

 

 

 

構成組合紹介 

  

 安中市職員労働組合は、安中市役所職員、安中市社

会福祉協議会職員で構成された組合組織です。 

 

約 660 名の組合員が在籍し、正規・非正規、若手

組合員が力を合わせ、活動を進めています!  

 

昨年はコロナ禍の活動として、市内の飲食店を利

用することで地域の応援することを目的とした「食

べまちプロジェクト」という事業を行いました。 

今後も、市民とのかかわりを大切にしていきたい。

また、組合活動を通じて労働環境を良好にし、市民サ

ービスの向上を目指して活動していきます！ 

 

 

＜事業の紹介＞ 

  

安中市は「豊かな自然と歴史に包まれて 人が輝く安らぎの待ち」をテーマにより良い

まちづくりを目指しています！ 
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構成組合名称 
富岡地域医療企業団 

職員労働組合 
構成組織所在地区 富岡市 

 

単組紹介写真 

 

 

構成組合紹介 

公立病院は高度先進医療の提供の他に、僻地医療や

小児医療など民間では提供することが出来ない不

採算医療の分野を担っています。 

 

現在、社会保障費の増大にともない医療を取り巻く

環境は厳しいものとなっており、年々公立病院が民間

病院へと置き換えられています。 

 

このような環境の中でも富岡・甘楽地域の医療を守

ることを使命とし、また組合員の身分と賃金労働条件

を維持するための活動を日々行っております。 

＜事業の紹介＞ 

「患者中心の医療」を理念に、一人一人の人権と尊厳を尊重し、質の高い 

医療提供に努めています。 

また、地域医療の中核として、医療機関との連携を図り今後も地元のニーズ 

に応えていけるように努めています。 

 

２０２１ふれあいフェスティバル 構成組合紹介 

 

 



構成組合名称 富岡市役所職員労働組合 構成組織所在地区 富岡市 

 

単組紹介写真 

 

 

構成組合紹介 

 

 こんにちは！富岡市役所職員労働組合です。 
 

  私たちは、富岡市役所・富岡甘楽広域市町村圏振

興整備組合・社会福祉協議会・シルバー人材センタ

ーに勤務している 365 名の組合員と 60 名の組

合協力会員で構成された組織です。 

  より良い市民サービス提供のため、組合員が生

き生きと働ける職場環境づくりを目指し、労働条

件改善に向けた取り組みをはじめ、学習会や親睦

を深めるためのレクリエーションなどを実施して

います。また、ボランティア活動やカンパ活動等、

地域貢献・社会貢献活動にも積極的に取り組んで

います。 

  新型コロナウイルスの感染症の影響で、活動が

制限されてしまうなど厳し状況が続いています

が、今後も組合員が一体となって働きやすい職場

環境づくりと地域住民から信頼される組織を目指

して活動していきます。 

＜事業の紹介＞ 

 

 業務内容は一般行政です。 

 職種は事務職・技術職・専門職等と多種多様ですが、市民の皆様の 

より良い暮らしのために、日々頑張っています。 

 

 

 

 

写真 1 

 

 

写真２ ※）単組の活動写真や企業紹介など 



構成組合名称 下仁田町職員労働組合 構成組織所在地区 下仁田町 

 

単組紹介写真 

     

 

 

構成組合紹介 

 皆さんこんにちは。 

 下仁田町職員労働組合です。 

 

私たちは、下仁田町役場と甘楽環境衛生施設組合

で働いている職員で構成された労働組合で、4 月に

新入職員２名が加わり、現在 93 名の組合員で活動

をしております。 

 

職場環境や労働条件の改善を求めるなどの活動

を行っています。 

 

また、若手の組合員で構成する青年婦人部では、

ごみ拾いや地域イベントの手伝いなどのボランテ

ィア活動なにも積極的に参加しています。 

 

今後も、皆で一致団結し、お互いに協力しながら、

より良い地域づくりと職場づくりを目指して頑張

っていきます。 

＜事業の紹介＞ 

仕事の内容は、一般行政です。 

下仁田町民の皆様のより良い暮らしのために頑張っています。 
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構成組合名称 沖電気工業労働組合 北関東支部 構成組織所在地区 富岡市 

 

単組紹介写真 

 

 

構成組合紹介 

 

OKI UNION 北関東支部は高崎・富岡・本庄（埼玉）の３

地区で構成され富岡地区では 55 名ほどの組合員がいます。

「組合活動の原点は職場」であることから「三現主義（現場・

現物・現実）」を意識した活動を展開しています。また、組合

員の幸せ創りの取り組みの一つとして福祉関連にも力を入れ

ています。 

 

現在は新型コロナウイルス感染症でイベントはできていま

せんが、労使共催ソフトボール大会やバーベキュー、夏には

納涼祭を行ないご家族や地域の方にも一緒に参加できる場所

も設けています。 

＜事業の紹介＞ 

 ATM（現金自動預け払い機）を中心に現金処理機や発券端末機などの部品加工、サブ組

立、最終組立、検査、ステージングを一貫して行っています。 

また、海外製造工場のマザー工場としての役割も果たしています。富岡工場では生産する

装置の部品約２０万点を内製化して多品種少量生産に柔軟に対応できる体制を作ってお

り、工場方針として、多品種少量生産において『世界 No１』のメカトロ工場を目指してい

ます。 
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構成組合名称 JP 労組 群馬西部支部 構成組織所在地区 富岡・安中・藤岡 

 

単組紹介写真 

 

 

構成組合紹介 

こんにちは！JP 労組群馬西部支部です。 

当支部は富岡、安中、藤岡地域で働く仲間で構成され 

約 360 名からの組合員がいます。 

 

組合員の雇用の安定と生活の向上を図るために賃金 

処遇の改善、労働時間や休暇など働く環境の改善に 

取り組み、真に組合員の幸せを求めています。 

 

若い組合員の集まりや女性組合員の集まりなども 

あり横の繋がりを大切にして組合活動を行って 

います。 

 

 

 
＜事業の紹介＞ 

郵便・貯金・保険などの業務を行っています。郵便局の窓口事務や手紙や小包の配達業務 

を行っています。 
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構成組合名称 東京電力労働組合 高崎支部 構成組織所在地区 
高崎市・藤岡市 

渋川市・沼田市 

中之条町 
 

単組紹介写真 

 

 

構成組合紹介 

 電力総連 東京電力労働組合 高崎支部です。 

  群馬県域では、群馬地区本部を筆頭に下部組織

として高崎・前橋・ＲＰＣといった１本部、３支部

体制となっています。 

 

 

 高崎支部の構成組織人員は３５３名、支部受け持

ちエリアとしては、西毛・北毛地区（主に高崎市、

藤岡市、渋川市、沼田市、中之条町）となっており

ます。 

 

 

 今年度は、コロナ渦とういうこともあり組合員を

参集しての行事などの開催はありませんでした

が、オンラインを活用した支部活動を実施してき

ました。また、感染予防対策を実施した中、あいさ

つ運動による組合員とのコミュニケーション活動

や組織内議員との交流も実施しております。 

 

＜事業の紹介＞ 

・一般送配電事業 

 私たちの第一の使命はあらゆる人の暮らしや産業の根幹となる、 

 日々の電気を止めることなく、安全に、確実に、届け続けることにあります。 

 また、地域の防災力向上や地域振興等に貢献していきます。高崎支社では医療 

従事者の方々へ感謝の意を込めて社屋鉄塔のブルーライトアップを行っております。 
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構成組合名称 ＩＨＩ労働組合連合会 富岡支部 構成組織所在地区 富岡市 

 

単組紹介写真 

 

 

構成組合紹介 

 

ご安全に！ ＩＨＩ労連富岡支部です。 

 

ＩＨＩ労連は国内に 8 支部を持つ組合組織であり、

富岡支部には約 700 人の組合員が在籍しています。 

 

職場で勤務されている方々の約10人に１人が組合

の機関構成員となっており、多くの組合員と協力しな

がら組合活動を推進しています。活き活きと働き、快

濶ある職場環境づくりを労使で追求しています。 

 

若手の組合員が中心となり年間を通してイベント

の企画・運営を行なっており、時にはボランティア活

動にも参加して地域貢献にも励んでいます。コロナ禍

以前は、年１回、会社との共催でセレモニー会場を貸

し切ったディズニーイベントも実施していました。 

 

今後とも、地域に必要とされ、職場にも必要とされ

る組合を目指していきます！ 

＜事業の紹介＞ 

 

宇宙機器、防衛機器等の設計、製造、販売及び航空部品の製造、販売など 

（宇宙関連プロジェクト、ロケット、衛星推進系運用、航空機エンジン部品、

防衛装備品の開発・製造） 
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構成組合名称 東邦亜鉛労働組合 安中支部 構成組織所在地区 安中市 

 

単組紹介写真 

 

 

構成組合紹介 

 

ご安全に ! 

東邦亜鉛労働組合 安中支部です 

 

安中支部では災害の撲滅と職場環境の改善を目的 

に月一回の所内パトロールを行っています。組合員

に直接声をかけ、困っていることや改善してほしい

ことを聞き、働くひとの環境改善に尽力しています。 

 

また、組合員同士の交流を深めるために、ボウリ

ング大会やバスツアー、組合員とその家族を対象に

家族ぐるみで交流をしてもらう、家族交流会を隔年

で開催しています。 

…が、コロナの影響で活動もままならない状況で

す。会議等も Web を活用しています。 

 

これからも、組合員に頼られる組織となるように

組合活動を行っていきたいと思います。 

ご安全に ! 

＜事業の紹介＞ 

 

【主な製品】 電気亜鉛、亜鉛合金、亜鉛末などの亜鉛製品 

【用途】   亜鉛鉄板、メッキ、自動車部品、電気機器など 

身近なところでは、自動車のボディー、洗濯機や冷蔵庫の表面材、化粧品や医薬品 

にも使われています。 
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構成組合名称 東邦亜鉛労働組合 藤岡支部 構成組織所在地区 藤岡市 

 

単組紹介写真 

 

 

構成組合紹介 

ご安全に！ 

東邦亜鉛労働組合藤岡支部です。 

藤岡事業所は藤岡 IC に近い場所にあり、新幹線か 

らも見える立地にあります。 

中心を縦断する幹線道路とメガソーラーが特徴的 

で春になるととても綺麗な桜並木が一般道からも見 

渡すことができます。 

 

 藤岡支部には約８０名の組合員が所属しており、 

「ご安全に！」を挨拶に、無災害を目指して日々、 

働いています。 

 

 藤岡支部の活動内容は、組合員の労働環境改善と

いう本来の組合活動だけでなく、組合員やご家族を

対象としたバスレクリエーションや、全社員の交流

も目的としたボウリング大会、バーベキュー大会を

企画・実行しています。 

 組合員の働きやすい環境づくりだけでなく、安全 

・安定操業の維持に向けて活動していきます。 

＜事業の紹介＞ 

 群馬県で「東邦亜鉛」と聞くと安中精練所が有名ですが、藤岡市にも工場があり３つの

事業部で構成されています。 

電解鉄事業部：高純度電解鉄（世界トップシェア！）…航空機など 

電子部品事業部：電子部品…家電や車載機器など 

プレーティング事業部：メッキ材…携帯電話の電池部分など 

産業の発展に欠かせない多彩な部材を生産・提供し続けています。 
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構成組合名称 中央労働金庫労働組合藤岡支部 構成組織所在地区 藤岡市 

 

単組紹介写真 

 

 

構成組合紹介 

  

中央労働金庫労働組合藤岡支部です。 

 

中央労働金庫労働組合は関東１都７県（東京・神

奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城・山梨）を拠

点としています。 

その中でも、藤岡支部は群馬県藤岡市にある藤岡

支店に勤務する６名が所属しております。 

藤岡支店の管理職を除く職員全員が加入しており、

少数ですが、和気あいあいとした雰囲気です。 

  

 昨年度はコロナウイルスの影響で活動が制限さ

れた部分もありましたが、会員企業様のイベントや

地域の各種イベントへ参加したり、組合員の生活向

上のため日々活動しております。 

 

  地域・職場に必要とされる、労働組合であるべ

く、今後も積極的な活動を行ってまいります。 

 

＜事業の紹介＞ 

各種金融業務。（預金部門・融資部門・渉外部門） 
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